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(57)【要約】
　誘電体層の形成方法が記載される。この方法は、シリ
コン含有前駆体をラジカル－窒素前駆体と混合するステ
ップと、誘電体層を基板上に堆積させるステップとを含
むことができる。ラジカル－窒素前駆体は、遠隔プラズ
マ内で、窒素／水素比の調整を可能にするために、プラ
ズマの中に水素（Ｈ２）および窒素（Ｎ２）を流すこと
によって形成される。誘電体層は、最初にシリコン－窒
素含有層であり、膜を酸素含有環境内で硬化および／ま
たはアニーリングすることにより、シリコン－酸素含有
層に変換され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板処理チャンバ内の無プラズマ基板処理領域内の基板上に誘電体層を形成する方法で
あって、
　窒素－水素含有ガスをプラズマ領域の中に流してラジカル－窒素前駆体を生成するステ
ップであって、前記窒素－水素含有ガスが水素（Ｈ２）および窒素（Ｎ２）を含み、前記
プラズマ領域内への窒素：水素原子流量比の選択において、より大きなフレキシビリティ
を可能にするステップと、
　前記無プラズマ基板処理領域内で、シリコン含有前駆体を前記ラジカル－窒素前駆体と
化合させるステップと、
　前記誘電体層を前記基板上に堆積させるステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記シリコン含有前駆体が無炭素シリコン含有前駆体である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シリコン含有前駆体が、シラン、ジシランおよびトリシランのうちの少なくとも１
つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記窒素：水素原子流量比が１：３超であることにより、膜質を改善し、膜の収縮を減
少させる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記窒素：水素原子流量比が１：３未満であることにより、膜の流動性を改善する、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記窒素：水素原子流量比が約１：２以上である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記窒素：水素原子流量比が約１：５以下である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記窒素－水素含有ガスが本質的にアンモニアを欠いている、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記窒素－水素含有ガスが本質的にヒドラジンを欠いている、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記シリコン含有前駆体がシリコン－窒素含有前駆体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シリコン含有前駆体が炭素－窒素－シリコン含有前駆体を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記シリコン含有前駆体がＨ２Ｎ（ＳｉＨ３）、ＨＮ（ＳｉＨ３）２およびＮ（ＳｉＨ

３）３のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記誘電体層が無炭素Ｓｉ－Ｎ－Ｈ層を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　オゾン含有雰囲気内で前記基板の温度を約４００℃以下の硬化温度に維持することによ
り、前記誘電体層を硬化するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　酸素含有雰囲気内で前記基板の温度を約６００℃以上の酸素アニール温度に上昇させる
ステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記酸素含有雰囲気が原子酸素、オゾン、および蒸気（Ｈ２Ｏ）からなる群から選択さ
れる１つまたは複数のガスを含む、請求項１５に記載の方法。



(3) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

【請求項１７】
　前記基板が、パターン形成されており、約５０ｎｍ以下の幅を有するトレンチを有する
、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記トレンチ内の前記酸化ケイ素層には実質的にボイドがない、請求項１７に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記プラズマ領域が遠隔プラズマシステムの中にある、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記プラズマ領域が、シャワーヘッドによって前記無プラズマ基板処理領域から分離さ
れている、前記基板処理チャンバの仕切られた部分である、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１０年１２月１６日に出願され、「ＤＩＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＦＩＬＭ　
ＧＲＯＷＴＨ　ＷＩＴＨ　ＲＡＤＩＣＡＬＳ　ＰＲＯＤＵＣＥＤ　ＵＳＩＮＧ　ＦＬＥＸ
ＩＢＬＥ　ＮＩＴＲＯＧＥＮ／ＨＹＤＲＯＧＥＮ　ＲＡＴＩＯ」と題する米国特許出願第
１２／９６９，８７７号のＰＣＴ出願であり、その開示全体が全ての目的のために参照に
より本明細書に組み込まれる、２００９年１２月３０日に出願され、「ＮＩＴＲＩＤＥ　
ＦＩＬＭ　ＧＲＯＷＴＨ　ＷＩＴＨ　ＲＡＤＩＣＡＬＳ　ＰＲＯＤＵＣＥＤ　ＵＳＩＮＧ
　ＦＬＥＸＩＢＬＥ　ＮＩＴＲＯＧＥＮ／ＨＹＤＲＯＧＥＮ　ＲＡＴＩＯ」と題する米国
仮特許出願第６１／２９１，０５４号の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの形状寸法は、数十年前に半導体デバイスが導入されて以来、サイズが
劇的に縮小している。現在の半導体製造機器は、４５ｎｍ、３２ｎｍ、および２８ｎｍフ
ィーチャサイズでデバイスを日常的に製造しており、さらに小さな形状寸法でデバイスを
製作するために新しい機器が開発され実現されつつある。フィーチャサイズを縮小するこ
とが、空間寸法が縮小したデバイスに、構造的な特徴をもたらした。デバイス上の間隙お
よびトレンチの幅は、間隙を誘電体材料で充填することを難しくするのに十分なほど、間
隙深さと間隙幅のアスペクト比が大きくなる程度にまで狭くなる。堆積させる誘電体材料
は、間隙が完全に充填する前に上部で詰まりやすく、間隙の中にボイドまたは継目を作る
。
【０００３】
　長年にわたって、誘電体材料が間隙の上部を詰まらせることを回避するための、または
形成されたボイドまたは継目を「治す（ｈｅａｌ）」ための多くの技法が開発されてきた
。スピンする基板表面に液相で塗布され得る、極めて流動可能な前駆体材料を用いる、一
アプローチが開始されなければならなかった（例えば、ＳＯＧ堆積技法）。これらの流動
可能な前駆体は、ボイドまたは弱い継目を形成することなく、非常に小さな基板間隙の中
に流れ、充填することができる。しかし、これらの極めて流動可能な材料は、一度堆積さ
れると、固体の誘電体材料に固化させる必要がある。
【０００４】
　多くの場合、固化プロセスは、堆積した材料から炭素およびヒドロキシル基を取り除き
、酸化ケイ素などの固体誘電体を後に残すための、熱処理を含む。残念ながら、炭素およ
びヒドロキシル核種がなくなると、多くの場合、最終的な材料の品質を低下させる、固化
した誘電体中の細孔が残る。加えて、固化する誘電体は体積が縮む傾向もあり、このこと
によって、誘電体と周囲の基板との界面にクラックおよび空間を残す場合がある。いくつ
かの場合において、固化した誘電体の体積は、４０％以上減少する場合がある。
【０００５】
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　したがって、基板間隙およびトレンチ内に、ボイド、継目、またはその両方を生成する
ことなく、構成された基板上に誘電体材料を形成するための、新規の堆積プロセスおよび
新規の堆積材料が必要とされている。細孔がより少なく、体積の減少がより少ない、流動
可能な誘電体材料を固化させる材料および方法も必要とされている。この必要性および他
の必要性は、本出願中で対象とされる。
【発明の概要】
【０００６】
　誘電体層を形成する方法が記載される。方法は、シリコン含有前駆体をラジカル－窒素
前駆体と混合するステップおよび誘電体層を基板上に堆積させるステップを含むことがで
きる。ラジカル－窒素前駆体は、遠隔プラズマ内で、窒素／水素比の調整を可能にするた
めに、プラズマの中に水素（Ｈ２）および窒素（Ｎ２）を流すことによって形成される。
誘電体層は、最初にシリコン－窒素含有層であり、膜を酸素含有環境内で硬化および／ま
たはアニーリングすることにより、シリコン－酸素含有層に変換され得る。
【０００７】
　本発明の実施形態は、基板処理チャンバ内の無プラズマ基板処理領域の中の基板上に誘
電体層を形成する方法を含む。方法は、窒素－水素含有ガスをプラズマ領域内に流し、ラ
ジカル－窒素前駆体を生成することを含む。窒素－水素含有ガスは、水素（Ｈ２）および
窒素（Ｎ２）を含み、プラズマ領域内への窒素：水素原子流量比の選択において、より大
きなフレキシビリティを可能にする。方法は、無プラズマ基板処理領域内で、シリコン含
有前駆体をラジカル－窒素前駆体と化合し、誘電体層を基板上に堆積させることをさらに
含む。
【０００８】
　さらなる実施形態および特徴は、部分的には以下の記載の中に示され、部分的には本明
細書を検討すれば当業者に明らかとなり、または本発明を実施することにより学ぶことが
できる。本発明の特徴および利点は、本明細書において記載される手段、化合物、および
方法を用いて具体化され、かつ達成され得る。
【０００９】
　本明細書の残りの部分および添付図面を参照することによって本発明の性質および利点
をさらに理解することができる。図面内では、同様の参照番号が類似の構成要素を意味す
るように複数の図面にわたって使用される。いくつかの場合において、サブラベルが参照
番号に付随してハイフンの後に続き、複数の類似の構成要素のうちの１つを意味する。存
在するサブラベルを指定することなしに参照番号への参照がなされるときは、そのような
複数の類似の構成要素全てを意味することが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に従う、酸化ケイ素膜を作るために選択されたステップを例示
する流れ図である。
【図２】本発明の実施形態に従う、基板間隙内で酸化ケイ素膜を形成するために選択され
たステップを例示する別の流れ図である。
【図３】本発明の実施形態に従う、基板処理システムの概略図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態に従う、基板処理チャンバの概略図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態に従う、基板処理チャンバのシャワーヘッドの概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　誘電体層を形成する方法が記載される。方法は、シリコン含有前駆体をラジカル－窒素
前駆体と混合するステップおよび誘電体層を基板上に堆積させるステップを含むことがで
きる。ラジカル－窒素前駆体は、遠隔プラズマ内で、窒素／水素比の調整を可能にするた
めに、プラズマの中に水素（Ｈ２）および窒素（Ｎ２）を流すことによって形成される。
誘電体層は、最初にシリコン－窒素含有層であり、膜を酸素含有環境内で硬化および／ま
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たはアニーリングすることにより、シリコン－酸素含有層に変換され得る。
【００１２】
　ラジカル－窒素前駆体を形成するために使用される窒素の濃度を増加することによって
、発生期の流動性が減少するが、一般に、より高い品質の（例えば、より高密度でより収
縮しない）膜を生成する。一方、窒素の濃度を減少することによって、膜の品質が犠牲に
なるが、堆積の期間の発生期の流動性が増加する。堆積に続いて、シリコン－窒素含有層
が酸素含有環境内で硬化および／またはアニールされ、層を酸化ケイ素に変換することが
できる。
【００１３】
　酸化ケイ素層を形成する方法およびシステムについてのさらなる詳細が、次に記載され
る。
【実施例】
【００１４】
例示的な酸化ケイ素形成プロセス
　図１は、本発明の実施形態による、酸化ケイ素膜を作る方法１００で選択されたステッ
プを示す流れ図である。方法１００は、無炭素シリコン含有前駆体を基板処理領域に提供
することを含む（１０２）。無炭素シリコン含有前駆体は、例えば、シリコン含有前駆体
の種類の中でも、シリコン－窒素前駆体、シリコン－水素前駆体、またはシリコン－窒素
－水素含有前駆体であってよい。シリコン前駆体は、無炭素に加えて無酸素であってよい
。酸素の欠乏によって、前駆体から形成されるシリコン－窒素層内のシラノール（Ｓｉ－
ＯＨ）基の濃度がより低くなる。堆積した膜内の過剰なシラノール成分によって、堆積し
た層からヒドロキシル（－ＯＨ）成分を除去する堆積後のステップの期間に、多孔性が増
し、より収縮する結果になる。
【００１５】
　シリコン含有前駆体は、本発明の実施形態において、無炭素シリコン含有前駆体であっ
てよく、またはシリコン－窒素含有前駆体であってよい。そのような前駆体の具体的な例
として、他のシリル－アミンの中でも、Ｈ２Ｎ（ＳｉＨ３）、ＨＮ（ＳｉＨ３）２、およ
びＮ（ＳｉＨ３）３などのシリル－アミンが挙げられる。無炭素シリコン含有前駆体のさ
らなる例として、Ｎ（ＳｉＨ２ＳｉＨ３）３ならびにより長いシリル鎖が挙げられる。シ
リコン含有前駆体の流量は、異なる実施形態において、約２００ｓｃｃｍ以上、約３００
ｓｃｃｍ以上、約５００ｓｃｃｍ以上であってよい。本明細書において与えられる全ての
流量は、デュアルチャンバ基板処理システムのことを言う。枚葉式ウエハシステムはこれ
らの流量の半分を必要とし、他のウエハサイズは処理面積によってスケーリングされた流
量を必要とすることになる。これらのシリル－アミンは、キャリアガス、反応性ガス、ま
たはその両方としての役割を果たすことができる追加のガスと混合され得る。例示的な追
加のガスとして、ガスの中でも、Ｈ２、Ｎ２、ＮＨ３、Ｈｅ、およびＡｒが挙げられる。
無炭素シリコン含有前駆体の例として、シラン（ＳｉＨ４）単独またはシラン（ＳｉＨ４

）と他のシリコン（例えば、Ｎ（ＳｉＨ３）３）、水素（例えば、Ｈ２）、および／また
は窒素（例えば、Ｎ２、ＮＨ３）含有ガスとの混合物も挙げられる。無炭素シリコン含有
前駆体としては、ジシラン、トリシラン、さらに高次のシラン、および塩素化シランの単
体、お互いの組合せ、または以前に述べた無炭素シリコン含有前駆体との組合せも挙げる
ことができる。無炭素シリコン含有前駆体は、無プラズマ基板処理領域に入る前に、プラ
ズマ領域（例えば、遠隔プラズマ領域）内で励起されない。
【００１６】
　一般的に言って、本発明の実施形態において、いくらかの炭素を有するシリコン含有前
駆体を使用することができる。炭素が存在することによって、流動性が増加するが、完成
した膜の収縮に悪影響を及ぼす場合もある。いくつかの応用例は、収縮により損なわれる
よりも、流動性からより利益を得る場合がある。実施形態において、シリコン含有前駆体
中にいくらかの炭素が存在する場合があり、例示的なシリコン含有前駆体として、Ｎ（Ｓ
ｉＨ２ＣＨ３）３が挙げられる。様々な他の炭素－窒素－シリコン含有前駆体が適切であ
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る場合があり、シリル鎖の長さを調整し、シリコン原子の１つまたは複数を炭素で置換す
ることにより達成される。
【００１７】
　窒素（Ｎ２）および水素（Ｈ２）がプラズマ領域に送達され、ラジカル－窒素前駆体を
形成する（１０４）。ラジカル－窒素前駆体は、基板処理領域の外側のプラズマ領域内で
、窒素および水素から生成される、窒素－ラジカル含有前駆体である。例えば、Ｈ２およ
びＮ２を含む安定な窒素前駆体化合物は、処理チャンバの外のチャンバプラズマ領域また
は遠隔プラズマシステム（ＲＰＳ）中で活性化され、ラジカル－窒素前駆体を形成するこ
とができ、次いでラジカル－窒素前駆体は基板処理領域の中に搬送される（１０６）。水
素の流量は、異なる実施形態において、約５００ｓｃｃｍ以上、約１ｓｌｍ以上、約１．
５ｓｌｍ以上であってよく、一方窒素（Ｎ２）の流量は、異なる実施形態において、約２
５０ｓｃｃｍ以上、約５００ｓｃｃｍ以上、約７５０ｓｃｃｍ以上であってよい。チャン
バプラズマ領域内で作り出されたラジカル－窒素前駆体は、１つまたは複数のＮ、ＮＨ、
ＮＨ２などであってよく、プラズマ中で形成されたイオン化核種を伴う場合もある。ラジ
カル－窒素前駆体は、無プラズマ基板処理領域内に流れる（１０６）。
【００１８】
　チャンバプラズマ領域を使用する実施形態において、ラジカル－窒素前駆体は、前駆体
が混合して反応し、堆積基板（例えば、半導体ウエハ）上にシリコン－窒素層を堆積させ
る堆積領域から仕切られた基板処理領域のセクション内で生成される。ラジカル－窒素前
駆体は、ヘリウム、アルゴンなどのキャリアガスを伴う場合もある。基板処理領域は、本
明細書で、シリコン－窒素含有層の成長期間、および低温オゾン硬化期間、「無プラズマ
」として記載されてよい。「無プラズマ」は、領域にプラズマが存在しないことを必ずし
も意味しない。プラズマ領域内で作られたイオン化核種は、パーティション（シャワーヘ
ッド）の中の細孔（開口）を通って移動するが、無炭素シリコン含有前駆体は、プラズマ
領域に印加されるプラズマ出力によって実質的に励起されない。チャンバプラズマ領域内
のプラズマの境界は、規定するのが困難であり、シャワーヘッド内の開口を通って基板処
理領域に侵入し得る。誘導結合プラズマの場合、直接基板処理領域内で、少量のイオン化
が影響を受ける場合がある。さらに、形成する膜の流動可能な性質をなくすことなく、低
強度プラズマが基板処理領域内で生成される場合がある。ラジカル窒素前駆体の生成期間
、プラズマがチャンバプラズマ領域よりもはるかに低い強度のイオン密度を有する全ての
原因は、本明細書で使用する、「無プラズマ」の範囲から逸脱しない。
【００１９】
　基板処理領域において、無炭素シリコン含有前駆体とラジカル－窒素前駆体が混合して
反応し、シリコン－窒素含有膜を堆積基板上に形成する（１０８）。堆積したシリコン－
窒素含有膜は、方策（ｒｅｃｉｐｅ）の組合せで共形に堆積させることができ、このこと
が低堆積速度をもたらす。他の実施形態において、堆積されたシリコン－窒素含有膜は、
従来型の窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）膜堆積技法と異なり流動可能な特性を有する。形成の
流動可能な性質によって、膜が基板の堆積面上の狭い間隙トレンチおよび他の構造の中に
流れることが可能になる。
【００２０】
　流動性は、ラジカル－窒素前駆体を無炭素シリコン含有前駆体と混合することに由来す
る様々な性質に起因し得る。これらの性質として、堆積した膜内のかなりの水素成分およ
び／または短鎖ポリシラザンポリマーの存在が挙げられる。これらの短鎖が成長してネッ
トワーク化し、膜形成の期間および膜形成の後、より密な誘電体材料を形成する。例えば
、堆積される膜は、シラザン型のＳｉ－ＮＨ－Ｓｉバックボーン（すなわち、Ｓｉ－Ｎ－
Ｈ膜）を有する場合がある。シリコン含有前駆体とラジカル－窒素前駆体の両方が無炭素
であるとき、堆積されたシリコン－窒素含有膜も実質的に無炭素である。もちろん、「無
炭素」とは、膜が微量の炭素さえ含まないことを意味するわけでは、必ずしもない。炭素
混入物が前駆体材料中に存在し、炭素混入物が堆積されたシリコン－窒素前駆体内に達す
る場合がある。しかし、これらの炭素不純物の量は、炭素成分を有するシリコン含有前駆
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体（例えば、ＴＥＯＳ、ＴＭＤＳＯなど）に見出されるよりもはるかに少ない。堆積され
る膜は、本発明の実施形態において、無炭素Ｓｉ－Ｎ－Ｈ膜であり得る。
【００２１】
　シリコン－窒素含有層の堆積に続いて、堆積基板は酸素含有雰囲気（複数可）内で硬化
および／またはアニールされ得る（１１０）。硬化は、オゾン含有雰囲気で、約４００℃
以下の基板温度で起こり得る。いくつかの条件（例えば、約１００℃から約２００℃の間
の基板温度）で、変換が実質的に完了することが見出されており、そのため実施形態にお
いて、酸素含有環境内の比較的高い温度のアニールが不必要な場合がある。シリコン－窒
素含有層の硬化の後に、膜を酸化ケイ素にさらに変換するために、基板を酸素含有雰囲気
でアニールすることが望ましい場合がある。酸素含有雰囲気として、酸素含有ガスの中で
も、分子酸素（Ｏ２）、オゾン（Ｏ３）、水蒸気（Ｈ２Ｏ）、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）お
よび窒素酸化物（ＮＯ、ＮＯ２など）などの１つまたは複数の酸素含有ガスが挙げられる
。酸素含有雰囲気として、遠く離れて生成され、基板チャンバの中に搬送される場合があ
る、原子酸素（Ｏ）、水酸化物（ＯＨ）などのラジカル酸素およびヒドロキシル核種も挙
げられる。酸素含有核種のイオンも存在する場合がある。基板の酸素アニール温度は、約
５００℃と約１１００℃の間であってよい。プラズマが使用されるとき、プラズマは、基
板処理領域内、シャワーヘッドにより分離される分離領域内または遠隔プラズマシステム
（ＲＰＳ）内にあってよい。
【００２２】
　硬化および酸素アニール両方の酸素含有雰囲気が酸素を提供し、シリコン－窒素含有膜
を酸化ケイ素（ＳｉＯ２）膜に変換する。前に言及したように、シリコン－窒素含有膜中
に炭素がないことによって、最終的な酸化ケイ素膜中に形成される細孔が著しく少なくな
る。このことによって、酸化ケイ素への変換の期間に、膜の体積の減少（すなわち収縮）
が減る結果にもなる。例えば、炭素含有シリコン前駆体およびラジカル－窒素から形成さ
れたシリコン－窒素－炭素層は、酸化ケイ素に変換されると４０ｖｏｌ．％以上だけ収縮
する場合があるが、実質的な無炭素シリコン－窒素膜は、約１７ｖｏｌ．％以下だけ収縮
し得る。プラズマ領域内に窒素の流れを導入して増すことにより窒素：水素原子流量比を
増加することによって、一般的に、収縮をさらに減少させる。収縮は、異なる実施形態に
おいて、約１７ｖｏｌ．％以下、約１６ｖｏｌ．％以下、約１５ｖｏｌ．％以下、または
約１４ｖｏｌ．％以下であり得る。窒素：水素原子流量比は、異なる実施形態において、
１：３（１／３）超、約１：２以上、約２：３以上、または約１：１以上であり得る。本
明細書において、ｎ２／ｄ２がｎ１／ｄ１を上回る（または下回る）場合、ｎ２：ｍ２の
比は、比ｎ１：ｄ１を上回る（または下回る）と言われる。
【００２３】
　一般的に言って、本明細書で記載の例のそれぞれで、安定な窒素前駆体は、窒素（Ｎ２

）と水素（Ｈ２）の両方を含む、窒素－水素含有ガスである。安定な窒素前駆体は、窒素
および水素を含むが、実施形態において、遠隔プラズマ領域との間に流れるＨ：Ｎ比を選
択すると、本質的にアンモニアおよび／またはヒドラジンがなく、フレキシビリティを増
加させることができる。アンモニア（ＮＨ３）およびヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）のそれぞれ
は、窒素と水素の固定の原子比率を含み、いずれか（または両方）を含むことによって、
可能なＨ：Ｎ比の範囲を制限することになる。それにもかかわらず、窒素－水素含有ガス
は、本発明の実施形態において、アンモニア（ＮＨ３）および／またはヒドラジン（Ｎ２

Ｈ４）をさらに含むことができる。一部（または全部）のアンモニア／ヒドラジンの代わ
りに窒素（Ｎ２）および水素（Ｈ２）を使用することによって、窒素：水素原子流量比を
選択すると、さらなるフレキシビリティを示す。上記の、比較的高い、原子窒素：水素比
によって、膜質を改善し、堆積後の処理期間の収縮を減少することを選択する。そのよう
な実施形態は、広範囲なプロセスフローの中に膜を組み込む助けとなる。膜の流動性を増
加するために、窒素：水素比を１：３未満に減少することも可能である。このことは、非
常に狭いトレンチを充填するため、望ましい場合がある。窒素：水素原子流量比は、異な
る実施形態において、１：３（１／３）未満、約１：４以下、約１：５以下、または約１
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：７以下であり得る。窒素の流れを増すため概略的に減少した膜の収縮は、プラズマ領域
に送達される水素が増すため、典型的には増加することになる。安定な窒素前駆体は、流
動性を減少させるが酸素濃度を増加させる酸素源をさらに含み、このことにより酸化ケイ
素への変換を促進することができる。
【００２４】
　ここで図２を参照すると、本発明の実施形態による、基板間隙内に酸化ケイ素膜を形成
するための方法２００で選択されたステップを例示する別の流れ図が示される。方法２０
０は、間隙を備える基板を基板処理領域内に移送することを含む（動作２０２）。基板は
、基板上に形成されるデバイス構成要素（例えば、トランジスタ）の間隔および構造のた
めの間隙を有する。間隙は、１：１よりも著しく大きい（例えば、５：１以上、６：１以
上、７：１以上、８：１以上、９：１以上、１０：１以上、１１：１以上、１２：１以上
などの）高さと幅（すなわち、Ｈ／Ｗ）のアスペクト比（ＡＲ）を規定する高さと幅を有
する場合がある。多くの場合、高ＡＲは、約９０ｎｍから約２２ｎｍ以下（例えば、約９
０ｎｍ以下、６５ｎｍ以下、４５ｎｍ以下、３２ｎｍ以下、２８ｎｍ以下、２２ｎｍ以下
、１６ｎｍ以下など）の範囲にある、狭い間隙幅に起因する。
【００２５】
　水素（Ｈ２）は窒素（Ｎ２）と化合され、チャンバプラズマ領域内で励起されて、ラジ
カル－窒素前駆体を形成する（２０４）。実施形態において、アンモニア（ＮＨ３）はチ
ャンバプラズマ領域に、ほとんどまたはまったく導入されず、窒素：水素原子流量比のよ
り広い範囲を選択可能にすることができる。Ｈ２とＮ２の化合物は、チャンバプラズマ領
域内で、または化合物が領域に入る前に形成され得る。いずれのやり方も、プラズマが、
プラズマ領域を基板処理領域から分離するシャワーヘッド内の開口を通って流れる、ラジ
カル－窒素前駆体を生成する。無炭素シリコン含有前駆体は、ラジカル窒素前駆体と基板
処理領域内で混合される（動作２０６）。流動可能なシリコン－窒素含有層が基板上に堆
積される（動作２０８）。層が流動可能であるので、層は、高アスペクト比を有する間隙
を、充填材料の中心の周りにボイドまたは弱い継目を作成することなく、充填することが
できる。例えば、堆積させる流動可能な材料は、間隙が完全に充填される前に、間隙の上
部を早まって塞ぎ、間隙の中にボイドを残す可能性が低い。
【００２６】
　堆積されたままのシリコン－窒素含有層は、次いでオゾン含有雰囲気内で硬化され、か
つ／または酸素含有雰囲気内でアニールされ（動作２１０）、シリコン－窒素含有層を酸
化ケイ素へ移行することができる。さらなるアニール（図示せず）が、酸化ケイ素層の密
度を高くするために、不活性環境内で、より高い基板温度で実行され得る。酸素含有雰囲
気内で、堆積されたままのシリコン－窒素含有層を硬化およびアニーリングすることによ
って、基板間隙を含む基板上に酸化ケイ素層を形成する（２０８）。実施形態において、
動作２０８および動作２１０の処理パラメータは、図１に関して記載された同一の範囲を
有する。上記のように、酸化ケイ素層は、熱処理ステップ前に層内にかなりの量の炭素が
存在する炭素含有前駆体を用いて形成された同様の層よりも、細孔が少なく、体積の減少
が少ない。多くの場合、酸化ケイ素が縮小する結果間隙中で形成する空間を、充填する、
治す、さもなければなくすための後加熱処理ステップを回避するのに十分なだけ、体積の
減少が少ない（例えば、約１５ｖｏｌ．％以下）。
【００２７】
　本明細書で言及するシリコン－窒素含有層および酸化ケイ素層は、処理シーケンスの部
分であってよい。シリコン－窒素含有層は、記載された酸素含有雰囲気内で硬化および／
またはアニーリングすることを介して、酸化ケイ素層に移行することができる。用語「誘
電体層」は、シリコン－窒素含有層または酸化ケイ素層、あるいは任意の中間層を記載す
るために、本明細書で使用され得る。応用例によっては、所与の目的のために、中間層で
十分であり、完全な酸化ケイ素への移行は不必要であり得る。そのため、「誘電体層」は
、全てのこれらの可能性を包含する。誘電体層を形成する処理に関するさらなる詳細は、
例示的な誘電体堆積システムを記載する中で提示される。
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【００２８】
例示的な酸化ケイ素堆積システム
　本発明の実施形態を実現することのできる堆積チャンバとしては、チャンバの種類の中
でもとりわけ、高密度プラズマ化学気相堆積（ＨＤＰ－ＣＶＤ）チャンバ、プラズマ化学
気相堆積（ＰＥＣＶＤ）チャンバ、準常圧化学気相堆積（ＳＡＣＶＤ）チャンバ、および
熱化学気相堆積チャンバを挙げることができる。本発明の実施形態を実現することができ
るＣＶＤシステムの具体的な例としては、Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ、Ｃａｌｉｆ．のＡｐ
ｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、Ｉｎｃ．から入手可能な、ＣＥＮＴＵＲＡ　ＵＬＴＩ
ＭＡ（登録商標）ＨＤＰ－ＣＶＤチャンバ／システム、およびＰＲＯＤＵＣＥＲ（登録商
標）ＰＥＣＶＤチャンバ／システムが挙げられる。
【００２９】
　本発明の例示的な方法とともに使用され得る基板処理チャンバの例としては、その内容
全体が全ての目的のために参照により本明細書に組み込まれる、２００６年５月３０日に
出願され、「ＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＨＡＭＢＥＲ　ＦＯＲ　ＤＩＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＧＡＰ
ＦＩＬＬ」と題する、Ｌｕｂｏｍｉｒｓｋｙらの、同一出願人による、米国仮特許出願第
６０／８０３，４９９号に示され記載されるものを挙げることができる。追加の例示的な
システムとしては、全ての目的のために参照により本明細書にやはり組み込まれる、米国
特許第６，３８７，２０７号および米国特許第６，８３０，６２４号に示され記載される
ものを挙げることができる。
【００３０】
　堆積システムの実施形態は、集積回路チップを作るためのより大きい製造システムに組
み込まれてよい。図３は、開示される実施形態による、堆積チャンバ、焼成チャンバおよ
び硬化チャンバでできている、１つのそのようなシステム３００を示す。図において、１
組のＦＯＵＰ（前方開口型統一ポッド）３０２が基板（例えば、３００ｍｍ直径ウエハ）
を供給し、基板は、ロボットアーム３０４により受け取られて、ウエハ処理チャンバ３０
８ａ～ｆのうちの１つの中に配置される前に、低圧保持区域４０６の中に配置される。第
２のロボットアーム３１０が使用されて、基板ウエハを保持区域３０６から処理チャンバ
３０８ａ～ｆに、また逆戻りに搬送することができる。
【００３１】
　処理チャンバ３０８ａ～ｆは、基板ウエハ上に流動性を有する誘電体膜を堆積、アニー
リング、硬化および／またはエッチングするための、１つまたは複数のシステム構成要素
を含み得る。一構成において、２組の処理チャンバ（例えば３０８ｃ～ｄおよび３０８ｅ
～ｆ）が使用されて基板上に流動性を有する誘電体材料を堆積させることができ、第３の
組の処理チャンバ（例えば３０８ａ～ｂ）が使用されて堆積された誘電体をアニールする
ことができる。別の構成において、同じ２組の処理チャンバ（例えば３０８ｃ～ｄおよび
３０８ｅ～ｆ）が基板上に流動性を有する誘電体膜を堆積させることとアニールすること
の両方のために構成されてよく、一方第３の組のチャンバ（例えば３０８ａ～ｂ）が堆積
された膜を硬化するＵＶまたはＥビームのために使用されてよい。さらに別の構成におい
て、３組のチャンバ全て（例えば、３０８ａ～ｆ）が、基板上に流動性を有する誘電体膜
を堆積し硬化するために構成されてよい。さらに別の構成において、２組の処理チャンバ
（例えば３０８ｃ～ｄおよび３０８ｅ～ｆ）が、流動性を有する誘電体の堆積およびＵＶ
またはＥビーム硬化の両方のために使用されてよく、一方第３の組の処理チャンバ（例え
ば３０８ａ～ｂ）が誘電体膜をアニーリングするために使用されてよい。記載されるプロ
セスの任意の１つまたは複数は、様々な実施形態において示される製造システムから分離
されたチャンバ（複数可）で実行され得る。
【００３２】
　加えて、プロセスチャンバ３０８ａ～ｆのうちの１つまたは複数が、湿式処理チャンバ
として構成されてよい。これらのプロセスチャンバは、水分を含む雰囲気中で、流動性を
有する誘電体膜を加熱することを含む。したがって、システム３００の実施形態は、湿式
処理チャンバ３０８ａ～ｂおよびアニール処理チャンバ３０８ｃ～ｄを含み、堆積された



(10) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

誘電体膜に湿式アニールおよび乾式アニールの両方を実施することができる。
【００３３】
　図４Ａは、開示される実施形態による、基板処理チャンバ４００である。遠隔プラズマ
システム（ＲＰＳ）４１０がガスを処理してよく、ガスは次いでガス吸入アセンブリ４１
１を介して移動する。２つの別個のガス供給チャネルが、ガス吸入アセンブリ４１１の内
部に認識できる。第１のチャネル４１２は遠隔プラズマシステムＲＰＳ４１０を通るガス
を運び、一方第２のチャネル４１３はＲＰＳ４１０をバイパスする。開示される実施形態
において、第１のチャネル４０２はプロセスガスのために使用されてよく、第２のチャネ
ル４１３はトリートメントガスのために使用されてよい。リッド（または導電性上部）４
２１および孔あきパーティション４５３が、その間にある絶縁リング４２４とともに示さ
れ、絶縁リング４２４によって、ＡＣ電位が孔あきパーティション４５３を基準にしてリ
ッド４２１に印加されることを可能にする。プロセスガスは第１のチャネル４１２を通っ
てチャンバプラズマ領域４２０の中に移動し、チャンバプラズマ領域４２０内のプラズマ
のみまたはＲＰＳ４１０と組み合わせて励起され得る。本明細書において、チャンバプラ
ズマ領域４２０および／またはＲＰＳ４１０の組合せは、遠隔プラズマシステムと呼ばれ
得る。孔あきパーティション（シャワーヘッドとも呼ばれる）４５３が、シャワーヘッド
４５３の下の基板処理領域４７０からチャンバプラズマ領域４２０を分離する。シャワー
ヘッド４５３によって、チャンバプラズマ領域４２０中に存在するプラズマが基板処理領
域４７０内のガスを直接励起することを回避することを可能にし、一方それでもなお、励
起された核種がチャンバプラズマ領域４２０から基板処理領域４７０の中に移動すること
を可能にする。
【００３４】
　シャワーヘッド４５３は、チャンバプラズマ領域４２０と基板処理領域４７０との間に
配置され、チャンバプラズマ領域４２０内で作成されたプラズマ流出物（前駆体または他
のガスの励起された誘導体）が、プレートの厚さを横切る複数のスルーホール４５６を通
過することを可能にする。シャワーヘッド４５３は、蒸気またはガスの形で、前駆体（シ
リコン含有前駆体など）で充填され、小さな孔４５５を介して、直接チャンバプラズマ領
域４２０の中にではなく、基板処理領域４７０の中に通ることができる、１つまたは複数
の中空容積４５１も有する。この開示された実施形態において、シャワーヘッド４５３は
、スルーホール４５６の最小直径４５０の長さよりも厚い。チャンバプラズマ領域４２０
から基板処理領域４７０に浸透する励起された核種の、かなりの濃度を維持するために、
スルーホールの最小直径４５０の長さ４２６は、シャワーヘッド４５３を通り抜けるスル
ーホール４５６部により長い直径部分を形成することにより制限される場合がある。スル
ーホール４５６の最小直径４５０の長さは、開示された実施形態において、スルーホール
４５６の最小直径と同じ桁数以下であってよい。
【００３５】
　示された実施形態において、シャワーヘッド４５３は、チャンバプラズマ領域４２０内
のプラズマにより励起するとすぐ、酸素、水素および／もしくは窒素を含むプロセスガス
ならびに／またはそのようなプロセスガスのプラズマ流出物を（スルーホール４５６を介
して）散布することができる。実施形態において、ＲＰＳ４１０および／またはチャンバ
プラズマ領域４２０内で励起されるプロセスガスは、所定の窒素：水素原子流量比をもた
らすような相対流量を有する水素（Ｈ２）と窒素（Ｎ２）を含む。一般的に言って、ＲＰ
Ｓ４１０および／またはチャンバプラズマ領域４２０の中に第１のチャネル４１２を介し
て導入されるプロセスガスは、酸素（Ｏ２）、オゾン（Ｏ３）、Ｎ２Ｏ、ＮＯ、ＮＯ２、
ＮＨ３、Ｎ２Ｈ４を含むＮｘＨｙ、シラン、ジシラン、ＴＳＡおよびＤＳＡのうちの１つ
または複数を含み得る。プロセスガスは、ヘリウム、アルゴン、窒素（Ｎ２）などのキャ
リアガスも含み得る。第２のチャネル４１３は、成長するまたは堆積したままの膜から不
要な構成要素を取り除くために使用される、プロセスガスおよび／もしくはキャリアガス
ならびに／または膜硬化ガスも送達してよい。プラズマ流出物は、プロセスガスのイオン
化されたまたは中性の誘導体を含む場合があり、本明細書において、導入されるプロセス



(11) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

ガスの元素構成を意味するラジカル－酸素前駆体および／またはラジカル－窒素前駆体と
呼ばれる場合もある。
【００３６】
　実施形態において、スルーホール４５６の数は、約６０と約２０００の間であってよい
。スルーホール４５６は、様々な形を有してよいが、最も容易には丸く作られる。スルー
ホール４５６の最小直径４５０は、開示された実施形態において、約０．５ｍｍと約２０
ｍｍの間または約１ｍｍと約６ｍｍの間であってよい。スルーホールの断面形状の選択に
も許容範囲があり、スルーホールの断面形状は、円錐形、円筒形または２つの形状の組合
せであってよい。ガスを基板処理領域４７０の中に導入するために使用される小さな孔４
５５の数は、異なる実施形態において、約１００と約５０００の間または約５００と約２
０００の間であってよい。小さな孔４５５の直径は、約０．１ｍｍと約２ｍｍの間であっ
てよい。
【００３７】
　図４Ｂは、開示される実施形態に従う処理チャンバとともに使用するシャワーヘッド４
５３の底面図である。シャワーヘッド４５３は、図４Ａに示されたシャワーヘッドに対応
する。スルーホール４５６は、シャワーヘッド４５３の底部でより大きな内径（ＩＤ）を
有し、上部でより小さいＩＤを有して描かれている。本明細書において記載の他の実施形
態よりもさらに均一な混合を可能にする助けとなるスルーホール４５６の中でも、とりわ
け、小さな孔４５５は、シャワーヘッドの表面全体にわたって実質的に均一に分散される
。
【００３８】
　シャワーヘッド４５３内のスルーホール４５６を介して到達するプラズマ流出物が、中
空容積４５１から始まる小さな孔４５５を介して到達するシリコン含有前駆体と化合する
とき、例示的な膜が基板処理領域４７０内のペデスタル（図示せず）によって支持される
基板上に作成される。基板処理領域４７０は、硬化など他のプロセスのためプラズマを支
持するように装備されてよいが、例示的な膜の成長期間、プラズマは存在しない。
【００３９】
　プラズマは、シャワーヘッド４５３の上のチャンバプラズマ領域４２０またはシャワー
ヘッド４５３の下の基板処理領域４７０の中で点火されてよい。プラズマは、チャンバプ
ラズマ領域４２０内に存在し、窒素－水素含有ガスの流入からラジカル窒素前駆体を生成
する。典型的には高周波（ＲＦ）の範囲であるＡＣ電圧が、堆積の期間、処理チャンバの
導電性上部４２１とシャワーヘッド４５３との間に印加され、チャンバプラズマ領域４２
０内でプラズマに点火する。ＲＦ電力供給は、１３．５６ＭＨｚの高ＲＦ周波数を生成す
るが、単独でまたは１３．５６ＭＨｚの周波数と組み合わせて他の周波数も生成する場合
がある。
【００４０】
　膜を硬化するため、または基板処理領域４７０と接する内部表面を洗浄するために、基
板処理領域４７０内の底部プラズマがオンにされるとき、上部プラズマは低電力または無
電力のままとされてよい。基板処理領域４７０内のプラズマは、シャワーヘッド４５３と
ペデスタルまたはチャンバの底部との間にＡＣ電圧を印加することにより点火される。洗
浄ガスは、プラズマが存在する間に基板処理領域４７０の中に導入され得る。
【００４１】
　ペデスタルは、基板の温度を制御するため、熱交換流体がそこを通って流れる、熱交換
チャネルを有する場合がある。この構成によって、基板温度が冷却されまたは加熱され、
比較的低い温度（室温から約１２０℃）に維持することを可能にする。熱交換流体は、エ
チレングリコールおよび水を含んでよい。ペデスタルのウエハ支持プラッタ（好ましくは
、アルミニウム、セラミック、またはその組合せ）は、平行同心円の形の、完全な２巻き
を作るように構成される、単ループ埋込み型の埋込みヒータ素子を使用して、比較的高い
温度（約１２０℃から約１１００℃）を達成するために抵抗加熱もされ得る。ヒータ素子
の外側部分は、支持プラッタの周辺に隣接して延びてよく、一方内側部分は、より小さい
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半径を有する同心円の経路上を延びる。ヒータ素子への配線は、ペデスタルのステムを通
過する。
【００４２】
　基板処理システムは、システムコントローラにより制御される。例示的な実施形態にお
いて、システムコントローラは、ハードディスクドライブ、フロッピディスクドライブお
よびプロセッサを含む。プロセッサはシングルボードコンピュータ（ＳＢＣ）、アナログ
およびデジタル入出力ボード、インターフェースボードおよびステッパモータコントロー
ラボードを含む。ＣＶＤシステムの様々な部分は、ボード、カードケージ、ならびにコネ
クタ寸法および種類を規定するＶＭＥ（Ｖｅｒｓａ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ
）規格に適合する。ＶＭＥ規格は、バス構造を、１６ビットデータバスおよび２４ビット
アドレスバスを有するものとしても規定する。
【００４３】
　システムコントローラがＣＶＤ機の全ての活動を制御する。システムコントローラは、
コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプログラムであるシステム制御ソフトウ
ェアを実行する。好ましくは、媒体はハードディスクドライブであるが、媒体が他の種類
のメモリであってもよい。コンピュータプログラムは、タイミング、ガスの混合、チャン
バ圧力、チャンバ温度、ＲＦ電力レベル、サセプタ位置、および特定のプロセスの他のパ
ラメータを定める命令の組を含む。例えば、フロッピディスクまたは他の別の適切なドラ
イブを含む他のメモリデバイス上に記憶された他のコンピュータプログラムが、システム
コントローラに命令するために使用されてもよい。
【００４４】
　基板上に積層膜を堆積させるためのプロセス、またはチャンバを洗浄するためのプロセ
スは、システムコントローラによって実行されるコンピュータプログラム製品を使用して
実装されてよい。コンピュータプログラムコードは、例えば、６８０００アセンブリ言語
、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｐａｓｃａｌ、Ｆｏｒｔｒａｎなど、任意の通常のコンピュータ可読プロ
グラミング言語で書かれてよい。好適なプログラムコードは、通常のテキストエディタを
使用して、単一のファイルまたは複数のファイルに入力され、コンピュータのメモリシス
テムなどコンピュータが使用可能な媒体に記憶されまたは具体化される。入力されたコー
ドテキストが高水準言語である場合、コードはコンパイルされ、結果として得られるコン
パイラコードは、次いで事前コンパイルされたＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登
録商標）ライブラリルーチンのオブジェクトコードとリンクされる。リンクされ、コンパ
イルされたオブジェクトコードを実行するために、システムユーザがオブジェクトコード
を起動し、コンピュータシステムにコードをメモリ中にロードさせる。次いで、ＣＰＵが
コードを読んで実行し、プログラム中に特定されたタスクを実施する。
【００４５】
　ユーザとコントローラとの間のインターフェースは、フラットパネル接触式モニタを介
する。好ましい実施形態では、２つのモニタが使用され、一方はオペレータ用に洗浄室の
壁に取り付けられ、他方は保守技術員用に壁の背後に取り付けられる。２つのモニタは、
同じ情報を同時に表示してよく、その場合、一度にただ１つのモニタが入力を受け入れる
。特定の画面または機能を選択するために、オペレータは、接触式モニタの指定された区
域にタッチする。タッチされた区域は、その強調色を変える、または新しいメニュもしく
は画面が表示され、オペレータと接触式モニタとの間の通信を確認する。キーボード、マ
ウス、または他のポインティングデバイスもしくは通信デバイスなどの他のデバイスが、
接触式モニタの代わりにまたは接触式モニタに加えて使用され、ユーザがシステムコント
ローラと通信することを可能にできる。
【００４６】
　本明細書で使用する「基板」は、その上に層を形成された、または形成されていない支
持基板であってよい。支持基板は、様々なドーピング濃度およびプロファイルの絶縁体ま
たは半導体であってよく、例えば、集積回路の製造において使用される種類の半導体基板
であってよい。「酸化ケイ素」の層は、窒素、水素、炭素など、密度の低い他の元素成分



(13) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

30

40

を含むことができる。本発明のいくつかの実施形態において、酸化ケイ素は、本質的にシ
リコンおよび酸素からなる。「励起状態」のガスは、少なくとも一部のガス分子が振動励
起し、解離しかつ／またはイオン化した状態であるガスのことを記載する。ガス（または
前駆体）は２つ以上のガス（前駆体）の組合せであってよい。用語「トレンチ」は、エッ
チングされた形状寸法が、大きな水平のアスペクト比を有するという含意なしに、全体に
わたって使用される。表面の上から見た場合、トレンチは、円形、長円形、多角形、矩形
、または様々な他の形状に見えてよい。用語「ビア」は、低いアスペクト比のトレンチの
ことを言うために使用され、垂直の電気的接続を形成するために、金属で充填されても充
填されなくてもよい。用語「前駆体」は、任意のプロセスガス（または蒸発した液体の液
滴）のことを言うために使用され、表面から材料を除去するまたは堆積させるための反応
に加わる。
【００４７】
　複数の実施形態を記載したが、様々な修正、代替構成、および均等物が、本発明の精神
から逸脱することなく使用され得ることが、当業者には理解されよう。加えて、いくつか
のよく知られたプロセスおよび要素は、本発明を不必要に曖昧にすることを回避するため
に記載しなかった。したがって、上の記載が本発明の範囲を限定するものと理解されるべ
きではない。
【００４８】
　値の範囲が提供される場合、それぞれの間にある値は、文脈が明らかに別段の規定をし
ない限り、その範囲の上限と下限との間の下限の単位量の１０分の１まで、やはり具体的
に開示されると理解される。述べられた範囲内の任意の述べられた値または間にある値と
、その述べられた範囲内の任意の他の述べられた値または間にある値の間の、それぞれの
より小さい範囲が包含される。述べられた範囲内に具体的に除外される限界があればそれ
を条件として、これらのより小さい範囲の上限および下限は、独立して範囲内に含まれま
たは除外されてよく、限界のいずれかがより小さい範囲内に含まれる場合、限界のどちら
もより小さい範囲内に含まれない場合、または両方の限界がより小さい範囲内に含まれる
場合、各範囲はやはり本発明に包含される。述べられた範囲が一方または両方の限界を含
む場合、それらの含まれる限界のどちらかまたは両方を除外する範囲も含まれる。
【００４９】
　本明細書および添付の特許請求の範囲の中で使用する場合、文脈が明らかに別段の規定
をしない限り、単数形の「ａ」「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、複数形への言及を含む。し
たがって、例えば、「プロセス（ａ　ｐｒｏｃｅｓｓ）」という言及は、複数のそのよう
なプロセスを含み、「前駆体（ｔｈｅ　ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ）」という言及は、１つまた
は複数の前駆体および当業者に知られているその均等物を含む。
【００５０】
　さらに、本明細書および後続の特許請求の範囲の中で使用するとき、用語「備える、含
む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「備えている、含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「
含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、および「含む（ｉ
ｎｃｌｕｄｅｓ）」は、述べた特徴、整数、構成要素、またはステップの存在を明示する
ことを意図するが、１つまたは複数の他の特徴、整数、構成要素、ステップ、行為、また
はグループの存在または追加を排除しない。



(14) JP 2013-516763 A 2013.5.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４Ａ】



(15) JP 2013-516763 A 2013.5.13

【図４Ｂ】



(16) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

30

40

【国際調査報告】



(17) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

30

40



(18) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

30

40



(19) JP 2013-516763 A 2013.5.13

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(72)発明者  リヤーン，　ジーンメイ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１２０，　サン　ノゼ，　マウンテン　クウェイル　サー
            クル　１２５６
(72)発明者  チェン，　シャオリン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４５８２，　サン　ラモン，　スリーピング　メドー　ウェ
            イ　３２６３
(72)発明者  ミラー，　マシュー，　エル．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４５６０，　ニューアーク，　アジュガ　コート　３８４１
            ９
(72)発明者  イングル，　ニティン，　ケー．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１２９，　サン　ノゼ，　グレーウッド　ドライヴ　１４
            ３５
(72)発明者  ヴェンカタラマン，　シャンカー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１２０，　サン　ノゼ，　ソーンツリー　ドライヴ　５９
            ７４
Ｆターム(参考) 4K030 AA06  AA13  AA17  AA18  BA44  CA04  CA11  DA09  FA01  JA06 
　　　　 　　        LA02 
　　　　 　　  5F045 AA08  AB32  AC01  AC11  AC12  BB02  DP03  EH18 
　　　　 　　  5F058 BC02  BF07  BF23  BF30  BF36  BF62  BF63  BF73  BH03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

